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【要約】 

昨今、自動運転の市場は拡大しつつある。各国が次の時代の自動車産業のイニシアチブを握

るために、開発競争を続けている。 

本論は、広島県が自動運転の開発に非常に向いている産（マツダ）学（広島大学）官（広島県庁）

の地理的な密接性と、都市部から地方部までそろった地域性を有していることについて言及した後、

現在の自動運転に必要な技術、即ち実際に動かしたデータの統合や開発を広島県内で完結させ

て自動運転のイニシアチブをつかむべきであると提言する。こうすることによって、広島という地域

がこれまで抱えていた観光地へのアクセス問題や、少子高齢化でこれからさらに深刻になるであろ

う医師不足や中山間地の救急対応の問題、さらに企業誘致が有利になり若い人が増える可能性

があるなど諸問題が解決することを提示した。 
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１．「少子高齢化に伴う運転者減少に備えた新しい人と車の形の提言」 ― ヒロシマモデルによ

る産学官金連携 ― 

 

 

1.1 現在の日本と広島の高齢化による自動車産業と広島地域の危機について 

 現在、日本は少子高齢化が進行している。2021年では 29％であった 65歳以上人口は、2065

年には 38％になると予測されている。広島県も例外ではなく、2021年時点で 65歳以上人口の割

合は 29.2%であり、現在の日本全体とほぼ同じ割合である。よって、日本国全体の少子高齢化が進

むにつれ、広島県全体も少子高齢化が進むと考えられる。 

 少子高齢化が進む中で注目を浴びているトピックとして、高齢者の自動車事故が挙げられる。

交通事故死の年齢別分布をみると、65歳以上が占める割合は 54％である。高齢者であることが交

通事故におけるリスクであるのと同時に、2019年 4月 19日に起きた東池袋自動車暴走死傷事故

は、高齢者が車を運転することに対して批判的な世論を作りあげた。これによって 

今後高齢者の免許返納は進むと考えられる。そもそも人口が減る中で、多数を占める高齢者が

免許を返納すると、少子高齢化による人口減少以上に運転する人口は減る。日本国内の運転人

口が減ることは、我が国の製造業の 20％弱を占める自動車産業にも大きなダメージを与えると考

えられる。 

 10年後の広島を見てみると、2031年における広島の人口は 250万人まで減少すると予測さ

れ、生産年齢人口が 15万人ほど減少すると考えられる。 

 

1.2高齢者と自動車事故 

 さて、なぜ高齢者は自動車事故を起こすのだろうか。佐藤、島内によると高齢者は事故のメタ

認識における有能感が強く、自らの心身機能の成績以上の能力を認識して運転するとされる。ま

た、眞中、中村、加藤によると高齢者は公共交通機関が貧弱な場合い、生活のために自ら運転す

ることが多く、それが運転が困難な身体能力になっても運転免許の自主返納を妨げている一因で

もある。このような心理的・行政的な要因によって高齢者の運転が行われる。 

 上記の研究結果から、広島においては JR山陽本線、JR呉線、山陽新幹線、広島電鉄、アスト

ラムライン、スカイレールサービスを有している南部よりも、本数が少ない JR芸備線、JR福塩線に

頼っている北部の方が高齢者の自動車事故リスクが高いと考えられる。広島全体の発展を目指す

うえでは、このような地域格差を埋める必要がありそのためにも自動運転を促進する必要があると

考えられる。 

 

1.3どのようにして高齢者の自動車事故を減らすか 

 高齢者の自動車事故を減らす方法としては、高齢者の自動車運転数そのものを減らすか、あ

るいは何らかの技術革新によって高齢者の運転を補助することによるものが考えられる。1.2で述

べたように、高齢者が自分の能力を超えた運転を行う理由として、心理的理由と公共交通機関的
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理由が存在する。心理的理由は行政による対応を行っても個々人の意識改革に繋がるとは限らな

いため難しく、公共交通機関の整備は自治体の予算や人手不足の問題で非常に難しいと考えら

れる。また、現在国際連合が推し進めている SDGsで推し進められている「あらゆる年齢の全ての

人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」ことを考慮すると、公共交通機関を新規開拓する

よりも、自動車業界と自治体、大学の連携によって自動運転の開発による産業創生の方が望まし

い。 

 特に、広島県は中国地方の中心部であり、都市部と地方部を程よく有しており自治体の規模

が大きく、医学部、工学部、法学部、経済学部などを抱える広島大学が存在する。また、グローバ

ルな活躍を行っている自動車メーカーであるマツダがあり、広島県庁、広島大学、マツダが広島

市、東広島市、府中町という狭い範囲に収まっているので、緊密な産学官金の連携が期待できる。 

 本論では広島の地域特性を生かした産学官金連携による自動運転開発をヒロシマモデルと命

名し、以下に説明する。 

 

1.4自動運転促進としてのヒロシマモデル 

 そもそも、自動運転は図表 1にあるように 5段階に分類される。 

    

図表 1 自動運転レベル定義（SAE資料を基に作成） 

レベル 名称 定義

0 運転自動化なし 運転者による全ての運転タスクの実施

1 運転者支援

運転者による、持続的かつ運行設計領域限定的な実施

運転自動化システムは、前後左右いずれかの車両制御に関わ

る運転タスクのサブタスクを実施

運転者は運転タスクの残りの部分を実施することを期待

2 部分的運転自動化

運転自動化システムによる自動的かつ運行設計領域限定的な実施

運転自動化システムは前後左右方向の両方の車両制御に関わる運転

タスクのサブタスクを実施

運転者は対象物、事象検知、反応のサブタスクを完成させ、運転タ

スクの残りの部分を監視することを期待

3 条件付運転自動化

自動運転システムによる全ての運転タスクに関わる持続的か

つ運転設計領域限定的な実施

予備対応時利用者は自動運転システムの発する介入要求や他

の車両システムでの運転タスク実子関連のシステム故障に対

して適切に応答することを期待

4 高度運転自動化

自動運転システムによる全ての運転タスクに関わる持続的か

つ運行設計領域限定的な実施

フォールバックにおいて利用者が介入すべく応答することは

期待されない

5 完全運転自動化

自動運転システムによる全ての運転タスクに関わる持続的か

つ無条件の実施

フォールバックにおいて利用者が介入すべく応答することは

期待されない
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 高齢者は日常生活動作（ADL）が低下しており、判断能力も低下している。それ故に、高齢者

が安心して日常生活を送るためには、早急な完全運転自動化を目指すべきである。また、現在世

界規模で少子高齢化が起きている。現在、すでに中国、韓国、アメリカ、欧州で少子高齢化が始ま

っており、20世紀において劇的に人口が増加したアフリカでも、これから急激な少子高齢化が起こ

ると予測されている。もはや少子高齢化は日本独自の問題ではなく、グローバルな問題なのであ

る。それ故に、高齢者の低下した身体能力、判断能力を補うことができる完全自動運転（レベル 5）

の開発は喫緊の課題である。 

 そこで、今現在少子高齢化が進んでいる日本が実証する機会が多いというアドバンテージを

活かせるのである。特に、自動運転における高齢者の実証記録は今後必要であると考えられる。

特に、完全自動化運転の前段階である条件付き運転自動化（レベル 3）は、定義としてフォールバ

ックや運転設計領域は運転者に任される。そこで、条件付き運転自動化の実例を産学官金連携で

積み重ね世界に先駆けて制度のモデルケースを作る必要がある。マツダ、広島大学、広島県庁、

この三つが近距離にありさらに地方部を抱える広島は制度のモデルケースを作るのに最適な環境

なのである。 

 そのモデルケースを組み立てるために提言するのがヒロシマモデルである。 

   

図表 2 ヒロシマモデル概略図（著者作成） 
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 上の図のように、まずマツダが広島大学から学術的データに基づいた自動運転車を作る。そし

て作られた自動運転を広島県庁の責任の元実地研究を行い、そこから生じた法的な問題点を広

島大学と広島県庁が協議し、法案を作る。そして、その法案を県から国に提出することで、自動運

転に関する法整備が進み、自動運転車が法的に問題なくなればマツダと広島の財界が協力して

広島県内に自動運転車を普及させる。広島県内に普及させることによって広島県庁と広島大学、

マツダが運用データを効率よく集めることができる。ここで重要になってくるのが、広島県庁や各市

町村の役所である。地域内で集められた自動運転に関する広島県民の意見を、ローカルに区分さ

れた地区ごとに集め、分析し、県庁に提出する。県庁が提供するマーケット情報を基に、広島大学

がマーケティングデータを技術と適合させ、より使いやすい自動運転を開発できる。こうすることで、

より多くの実際の運転データや開発に必要な意見を得ることができる。その意見を基に、自動運転

を発展させることで、地域内で完結した自動運転の研究を行うことができる。このような地域内完結

の産学官金連携が、ヒロシマモデルである。 

 

1.5 ヒロシマモデルに期待される効果 

 まず、大前提として今後自動運転機能を持った車の市場は増えていく。現在の予想では、

2030年には高度運転支援レベルの自動車が自動化なしの車の台数を超えるとされている。また、

自動運転に関する各種パーツの需要も今後の自動車業界では大幅に伸びることが予測される。上

述したように、世界全体が少子高齢化に向かっているがゆえに、自動運転の需要は非常に高いと

予測される。それ故に、自動運転をいち早く開発した国家や企業が次の自動車業界の中心になる

ことは疑いようがない。 

 自動運転に必要なものは何か、を考えると多種多様な場所における実地経験であろう。なぜな

らば、自動運転を搭載した車を販売する場合、都市部から地方部まで幅広く対応していないとグロ

ーバルな市場に売り出すことは不可能である。日本の自動車の特徴として、燃費の良さと耐久性が

挙げられる。そこで、先述した通り大都市広島市から地方都市三次市まで、山道から海岸沿いまで

の道をそろえた広島県という地の利を生かし、産学官金の連携により自動運転を開発することはよ

り一層広島の経済が発展するためには必要である。 

 

 

1.6自動運転と共にある住みよい街広島に向けて 

 自動運転を開発することによる産業面の効果は上述した通りであるが、自動運転を開発するこ

とによって広島に住む人たちがどのように生活の利便性が高まり、「広島に生まれ、育ち、住み、働

いてよかった」と思えるようになるかについて述べる。 

 現在、広島県が抱える問題として公共交通機関の南北格差がある事は上述した。三次市や庄

原市などは、鉄道とバスの接続に頼っており観光の枷になっている。著者は何度か広島県県北に

赴いた経験から、自家用車がないと観光することが難しい一方三次市特産のワインを現地で楽し

むことができないことは観光業にとっての大きな制約であると感じている。また、県南も広島市から
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離れると公共交通機関が貧弱になり、東広島市の中心地である西条から竹原まで日本酒巡りを行

おうと思っても、自家用車で回る場合不可能になってしまうことが何度かあった。広島は三次や西

条など酒を観光資源として推しているところが多く、そういう意味ではモータリゼーションを中心とし

た観光との相性は悪い。さらに、三段峡や耕三寺、帝釈峡などの魅力ある観光地も公共交通機関

から遠すぎる。そこで、県内の観光を推し進めるためにもレベルの自動運転をいち早く推進するこ

とで、他県に広島の観光の魅力を広めやすくなる効果が期待できる。そのためには、自動運転を

開発する自動車産業と、地域の公共交通機関を担う JRや広電を始めとする鉄道会社が緊密に連

携する必要がある。 

 次に、広島県における医療格差の解決にも自動運転は寄与する。広島は全国的には医師の

数が恵まれている自治体であるが、県北地域を中心として医師が減少している。また、中山間部に

おいて救急対応の遅れなども存在する。そうした医療格差に対して解決策となりうる自動運転であ

る。自動運転のメリットとして、乗っている人間の負担が少ないことが挙げられ、当直と同じように巡

回医師を決めて自動運転を行うことで地方部の医師不足に対する解決策になると考えられる。 

さらに、広域災害救急医療情報システムと災害医療チームと自動運転を組み合わせたコネクテ

ッドカーは広島を始めとして近年発生している豪雨災害に対する適切な対応の原動力となる。 

 そして、いち早く自動運転を実用化させることで関連企業の誘致も期待できる。なぜならば、自

動運転を実用化させることで出勤にかかる負担を軽減させることができるからだ。自動運転を促進

することで移動の利便性が上がり、現在の東京一極集中による不便さを嫌う企業を誘致する魅力

的なアピールポイントとなる。 

 最後に、安全面の強化が挙げられる。自動運転が促進されることで、事故数が減るという予測

はいくつかたてられている。米国の研究によると九割減らすことが可能との予測がたてられている。

令和元年において、広島では人身事故が 6257件、物件事故が 87123件生じている。ヒロシマモデ

ルで自動運転を他に先駆けて開発することによって人身事故や物件事故を九割減らすことができ

れば、広島自身に安全都市という付加価値が付き、若い人を呼ぶことも可能ではないかと考えられ

る。 

 戦後から日本は世界の自動車産業を牽引し続けた。今、AI を始めとした新技術を導入した自

動運転を開発した企業が次世代の自動車産業の中心となると考えられている。著者は、広島こそ

が自動運転の開発を牽引しうる土地であると考えている。 
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